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○問学校教育課 ℡４３－６８６０ FAX４３－６８９５ 

令和５年４月に小学校(小学部)へ入学する児童(平成 28年４月２日～平成 29年４月１日生まれ)

の健康診断を校区ごとに実施しますので、必ず受診してください。 

なお、健診会場は令和４年 10月１日現在、住民登録のある校区会場となります。 

 

赤穂小学校 11月 22日(火) 午後１時 10分～ 御崎小学校 11月 15日(火) 午後１時 15分～ 

城西小学校 11月 25日(金) 午後１時 10分～ 坂越小学校 11月 14日(月) 午後１時 10分～ 

塩屋小学校 11月 28日(月) 午後１時～ 高雄小学校 11月 29日(火) 午後１時半～ 

赤穂西小学校 11月 30日(水) 午後１時 20分～ 有年小学校 11月 18日(金) 午後１時 20分～ 

尾崎小学校 11月８日(火)  午後１時 10分～ 原小学校 11月 11日(金) 午後１時 20分～ 

 

 

 

○問危機管理担当 ℡４３－６８６６ FAX４３－６８９２ 

「津波防災の日(11 月５日)」の取り組みとして、兵庫県地震津波一斉避難訓練が実施されます。

国が配信する全国瞬時警報システム(Ｊアラート)に連動して、防災行政無線や携帯電話の緊急速報 

メール(エリアメール)などにより地震津波情報が一斉に配信され、学校、企業、福祉施設などで津 

波からの避難を想定した訓練が行われます。 

市では、市役所、第２庁舎、および各学校園において、シェイクアウト訓練を実施します。この 

機会に、各家庭や地域でも緊急時の避難経路や避難先の確認を行ってください。 

 

11 月２日(水) 午前 10 時頃に緊急速報メール(エリアメール)が配信され、携帯電話が一斉に鳴

ります。これは訓練ですのでご注意ください。 

 

・来年度小学校入学予定児童の健康診断………１ 

・11 月２日(水)地震津波一斉避難訓練………１ 

・野外焼却(野焼き)に関する注意……………２ 

・11 月 15 日(火)～狩猟解禁に伴う注意………２ 

・赤穂軽トラ朝市開催日のお知らせ……………２ 

・在宅医療・介護連携セミナー開催……………２ 

・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ出張申請受付窓口開設……３ 

・第 46回みんなの生活展開催……………………３ 

・「女性の人権ホットライン」強化週間………３ 

・ガーデニング講習会のお知らせ………………４ 

・県立森林大学校学校説明会のご案内…………４ 

・11 月の主な無料相談……………………………４ 
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○問環境課 ℡４３－６８２１ FAX４３－６８９２ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却(いわゆる野焼き)は原則禁止され

ています。地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、簡易焼却炉(構造基準に適

合しない焼却炉)でのごみの焼却もできません。「とんど」などの風俗慣習上の行事や農業を営むた

めにやむを得ないものなど、焼却禁止の例外もありますが、野焼きから発生した煙や臭いが近隣住

民の迷惑になったり、有害物質の発生原因になったりすることもあるのでやめましょう。 

 

 

 

○問農林水産課 農林水産係 ℡４３－６８４０ FAX４３－６８９２ 

 狩猟期間中は、狩猟者の皆さんが山に入り、銃や「箱わな」「くくりわな」などの法定猟具を使用

して、イノシシやシカなどを捕獲します。 

 ハイキングや山菜取りなどで山に入る際には、「わな設置」の看板に注意し、コースから外れない

ようにしてください。また、できる限り目立つ服装で、ラジオなどの音の出る機器を使用して、狩

猟者に自分の存在を知らせるようにしましょう。 

 

◎狩猟期間 11月 15日(火)～令和５年２月 15日(水) 

ただし、ニホンジカ・イノシシについては、令和５年３月 15日(水)まで。 

 

 

 

○問農林水産課 農林水産係 ℡４３－６８４０ FAX４３－６８９２ 

市内の農業者がとれたての農産物を軽トラックで持ち寄る産地直送の野菜市場です。 

場所 日時 

ＪＡ兵庫西 旧坂越支店 11月 13日(日) 午前９時～10時 

大津くろがねの里 11月 13日(日) 午前９時～11時 

主婦の店 尾崎店 11月 19日(土) 午前９時半～正午 

坂越ふるさと海岸広場 11月 27日(日) 午前９時～ 

※売り切れ次第終了。雨天などの理由により、やむを得ず中止となる場合があります。 

 

 

 

○問地域包括支援センター ℡４２－１２０１ FAX４２－１２６０ 

豊かな人生を生きるため、人生の最期について考えるヒントをご紹介します。(無料) 

◎日  時 11月 24日(木) 午後１時半～３時 

◎場  所 総合福祉会館２階 研修室 

◎内  容 「人生会議をしてみませんか～人生の最終段階の医療・ケア～」 

      講師：市民病院 内科医長 山本 敬祐 氏 

      「在宅看取りの実際～訪問看護の現場から～」 

      講師：赤穂市訪問看護ステーション 看護師長 三浦 知子 氏 

◎申込方法 11月 21日(月)までに当センターにお申し込みください。(定員 30人) 



 

 

○問市民課 戸籍係 ℡４３－６８１９ FAX４３－６８９１ 

マイナンバーカードの出張申請受付窓口では、その場で写真を撮影して、約 10分で簡単に手続き

できます。当会場で申請された人には、５００円分のＱＵＯカードを進呈します。(数量限定) 

※今なら最大２万円分のマイナポイントももらえます。対象となるカードの申請期限は 12月末です。 

 

◎日  時 11月 11日(金) 午前 10時～午後２時 

◎場  所 赤穂化成ハーモニーホール１階 ロビー 

※予約優先制です。電話または予約サイトからお申し込みください。 

 

 

 

○問消費者協会事務局(市民対話課内) ℡４３－６８１８ FAX４３－６８１０ 

◎日  時 11月 17日(木) 午前 10時～午後３時半 

11月 18日(金) 午前 10時～午後３時 

◎場  所 赤穂地区体育館(加里屋中洲３丁目 57番地１) 

 

◎内  容 

・パネル展示コーナー 

・リサイクルコーナー 来年の干支「卯」の小物作り(17日のみ) 

家庭用品交換会(18日のみ) 

・即売コーナー    新鮮野菜、パン、海産物など 

 ・再生修理コーナー  刃物研ぎ(受け取りは後日） 

 

 

 

○問神戸地方法務局 人権擁護課 ℡０７８－３９２－１８２１(内線３４５) 

FAX０７８－３９２－０１８０ 

夫・パートナーからの暴力やセクシャル・ハラスメントなど、女性をめぐる様々な人権問題につ

いて電話相談に応じます。(無料・秘密厳守) 

 

◎相談電話 ０５７０－０７０－８１０(全国共通ナビダイヤル) 

 

◎受付時間 

11月 18日(金)・21日(月)・22日(火)・24日(木) 午前８時半～午後７時 

11月 19日(土)・20日(日)・23日(水・祝) 午前１０時～午後５時 

 

◎そ の 他 

インターネット人権相談受付窓口(https://www.jinken.go.jp/) 

 

 

 

 

 

【家庭用品交換会】 

11月 18日(金) 

午前 10時～午後２時 

※スリッパ、買い物袋持参 

 

◎出品物の受け付け 

11月 15日(火) 

午前９時半～午後３時 

市民会館大会議室 

https://www.jinken.go.jp/


 

 

 
○問赤穂市文化とみどり財団 公園事務所 ℡２５－８６１１ FAX２５－４５９３ 

◎日  時 11月 26日(土) 午前 10時～正午 

◎会  場 公園事務所(赤穂市中広１３８７番地) 

◎講習内容 コンテナガーデン(冬を彩る植物の寄せ植え) 

◎募集人数 78人(先着順) ◎教材費＝３千円 ◎講師＝園芸研究家 樋口 大介 氏 

◎申込方法 当事務所で受け付けを行います。電話でのお申し込みも可能です。 

※手袋、エプロン、移植ごて、作品を入れる箱などを持参してください。 

 

 

 

○問県立森林大学校 ℡０７９０－７２－２７００ FAX０７９０－７２－２７０１ 

森林林業に興味のある人は、学校説明会にお越しください。 

 

◎日  時 11月５日(土) 午後１時～３時半 

◎場  所 県立森林大学校(宍粟市一宮町能倉) 

◎内  容 学校説明、校内見学、入試案内など 

 

 

 

11月の主な無料相談 

女性問題相談 

日時：毎週火～金曜日 午後１時～４時(祝日・年末年始を除く) 

場所：市民会館３階 女性交流センター 

※電話相談は、午後１時～４時の間に同センターにお電話ください。 

※面接相談は、11月４日(金)・18日(金) 午後１時～４時【要予約】 

○問女性交流センター ℡43-7800 

○問市民対話課 人権・男女共同参画係 ℡43-6812 FAX43-6810 

人権相談 

日時：11月７日(月) 午前 10 時～正午 

場所：市役所１階 市民対話課(受付) 

○問市民対話課 人権・男女共同参画係 ℡43-6812 FAX 43-6810 

法律相談【要予約】 

日時：11月９日(水)・22日(火) 午後１時半～４時半 

場所：市役所１階 市民対話課(受付) 

○問市民対話課 まちづくり係 ℡43-6818 FAX43-6810 

社会保険労務士による

年金相談 

日時：11月 17日(木) 午後１時半～４時 

場所：市役所１階 医療介護課(受付) 

○問医療介護課 国保年金係 ℡43-6813 FAX43-6892 

金融(事業資金)相談、法

律相談、労務・社会保険

相談、司法書士相談、専

門経営相談、パソコン相

談、創業・経営相談 

事業をしている人または創業予定者を対象に各種相談に応じます。 

日時：11月 15日(火) 午後１時～４時 

場所：赤穂商工会館４階 大ホール(創業・経営相談は１階相談室) 

○問赤穂商工会議所 中小企業相談所 ℡43-2727 FAX45-2101 


